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 平成２９年度第２回鈴鹿市地域福祉計画審議会会議録 

 

１ 開催日時及び場所 

  平成２９年７月２１日(金) １４時～１６時 

  鈴鹿市役所本館１２階１２０２会議室 

 

２ 出席者及び傍聴者 

 (1) 地域福祉計画審議会委員 

   渥美委員 伊藤委員 貴島委員 高畑委員 田中委員 中川委員 成松委員 

   橋爪委員 長谷川委員 服部委員 古澤委員 吉田委員 米倉委員 

 (2) 事務局職員 

   近藤部長，坂課長，中上ＧＬ，谷本室長，田之上，稲垣 

  (鈴鹿市社会福祉協議会) 

   西居課長，佐藤ＧＬ，河北 

 (3) 傍聴者 

   なし 

 

３ 議事概要 

【あいさつ】 

 （近藤部長があいさつを行った。） 

 

【第２期鈴鹿市地域福祉計画の進捗について】 

（貴島会長） 

 前回は，庁内での進捗状況の評価について確認等を行なったが，今日の会議については，

論点を絞ったほうが議論しやすいので，資料１として意見整理シートを配付させていただい

た。 

 第２期鈴鹿市地域福祉計画実施状況の取組内容として共通して挙がっている項目を集めて

みたところ，基本目標１では，「ホームページ・広報すずか」，「認知症サポーター」，「公民

館・ふれあいセンター」，「生活支援体制整備」が，基本目標２では，「民生委員・児童委員

との連携」，「生活支援体制整備」が，基本目標３については，「地域ケア会議」，「生活支援

体制整備」，「在宅医療・介護連携」が共通して出てくるので，この辺りを議論すれば深まる

だろう。 

 また，基本目標１，基本目標２及び基本目標３を通して「生活支援体制整備」が出てくる

ので，この辺りは議論を深めなければならないと思う。 

 それでは，基本目標１で共通する「ホームページ・広報すずか」，「認知症サポーター」，

「公民館・ふれあいセンター」，「生活支援体制整備」について意見をいただきたいが，いか

がか。 

（長谷川委員） 

 運転免許証の自主返納について盛んに言われている。若松地区では，公共交通機関が近鉄

しかなく，運転免許証を返納すると移動手段がなくなってしまうので，ミニバス，デマンド

バス等を走らせてもらうと交通の便が良くなり，高齢者の事故も減るのではないかと思うが，

他の地区ではいかがか。 

（渥美委員） 

 幾つかの社会福祉法人の取組で，デイサービスの送迎が終わった後のバスの空き時間を利

用して，買物支援を行なっているところがある。社会福祉法人の地域公益活動ということで，

社会福祉法人が持っている機能を地域へ返していこうということで，いろいろなところでそ
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ういう取組がなされている。 

 これまでの入所者やデイサービスの利用者のみへのサービスから，今では，地域の拠点に

なるような形でという考え方が検討されてきているので，そういったことが広がっていけば，

根本的な解決，日常的な解決にはならないものの，少なくとも高齢者が家から外に出て行く

機会を確保できるのではないかと思う。 

（古澤委員） 

 移動手段については，障がいを持たれている方も困っているという実態があるので，高齢

者だけでなく障がい者も含めて考えていただきたいと思う。 

（橋爪委員） 

 買物支援の取組は，どれくらいの間隔で行なわれているのか。 

（田中委員） 

 こちらでは，月に１回程度である。通所事業の朝のお迎えが終わった後の空いた時間にと

いうことであるので，まだまだ少ないと思う。 

 事故があったらどうするのかとか，いろいろと難しい問題はあるが，きめ細かく対応でき

るよう積極的にできることを取り組んでいくつもりでいる。 

（伊藤委員） 

 今の交通手段の問題については，地域の中でどのようなニーズがあるのかということを一

つ一つの社会福祉法人が個別に取り組むのではなくて，地域の中でネットワークを作って調

整をする機能があれば，一つの社会福祉法人が抱え込むことなく，いろいろな取組ができる

のではないか。 

（事務局） 

 公共交通，高齢者，タクシーなどの交通事業者を担当する関係部局が集まって話をしよう

という動きがある。 

（貴島会長） 

 高齢者の交通手段が不便になっていくという地域のニーズがあるので，この芽をどう育て

ていくかということが課題になると思う。 

（吉田委員） 

 基本項目３の論点であるが，前回，空き家対策の話があったが，実例として，障がい者の

サポートをしているボランティアグループが行っていたサロンの場所が立ち退きを要求され

たため，場所がなくなったということがあったので，私の家を，空き家対策，防犯対策を兼

ね，また，公共交通機関の近くで利便性も良いので使っていただいた。 

 空き家対策について，空き家の登録のことがあったが，埋もれた空き家もかなりあるので

はないかと思うので，こういう実例をＰＲすれば，広がっていくのではないかと思う。 

 空き家利用について，今回の事例では，障がい者の方が使うので，バリアフリーの問題も

あると思うが，今回は，必ずしもバリアフリーが良いということではなく，身体のリハビリ

にもなるので，むしろバリア有りにしている。 

 空き家にはこういう使い方もあると感じたので，実例を報告させていただいた。 

（貴島会長） 

 他には，いかがか。－－それでは，生活支援体制整備については，基本目標１，基本目標

２及び基本目標３とも関係する大事な点になることから資料を付けていただいたので，事務

局から説明を。 

（事務局） 

 （資料に基づき説明） 

（貴島会長） 

 今年度は，第１層の生活支援コーディネーターを１名配置したということだが，協議体を

組織するのはいつか。 
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（事務局） 

 第１層については，平成２９年度中を予定している。 

（貴島会長） 

 地域のことを十分に知って，そして，ニーズを把握しながらサービスをつないでいけるよ

うな役割を担う人が生活支援コーディネーターという形で各地域に配置されてくるというの

は明るい材料であると思う。 

 （渥美委員） 

 その前に，日常生活圏域の考え方であるが，鈴鹿市は四つの日常生活圏域のところ，厚生

労働省は基本単位を中学校区と言っているので，本来であれば１０圏域である。また，今，

鈴鹿亀山地区広域では連合第７期介護保険事業計画を推進しているが，地域福祉計画と整合

性がとれていなければならない。 

 それで，今更であるが，この四つの日常生活圏域は，以後，永遠にこのスタイルでいくの

かということと，地域支援事業ということで総合事業になって市町村の役割が増えてきたが，

当然，鈴鹿市と亀山市とではやり方が違うと思うので，広域連合という考え方をずっと考え

ていくのかどうかという問題がある。 

 多分，地域包括支援センターに関係している方々は，今のエリアが決して適当ではないと

いうことを思っている方もいると思う。 

 本来，地域福祉計画の場ではなくて，第７期介護保険事業計画の場で議論すべきかもしれ

ないが，整合性を図るということから，あえて初心に戻って，日常生活圏域のことと，包括

のシステムをきちんと連動させる仕組みがいるのではないか。 

 鈴鹿市社会福祉協議会の独自事業で共同募金を財源として地域で行っていただいているサ

ロンについて，これからは，地域支援事業の総合事業の中で位置付けすることができないか，

介護予防事業として地域の中で高齢者の居場所づくりを進められないか，生活支援コーディ

ネーターは，専門職の応援もいただいて介護予防をすることにかかわったり，地域の活動を

発掘して連動させようと進めているところである。 

 また，協議体については，行政と協議をして，きちんと動ける協議体を作っていきたいと

考えている。 

（田中委員） 

 今の地域包括支援センターの話であるが，西部地域包括支援センターの管轄は山のふもと

まで広いので，この４月からサテライトのようなものを設置させていただいている。四つの

日常生活圏域では少ないというところは，こういうやり方でカバーできるのではないかと思

っている。 

（古澤委員） 

 地域包括ケアの理念をもう少し広げて，生活困窮者とか精神の障がいの方にも対応した地

域包括ケアシステムとしてやっていこうという流れがある中で，包括の組織ができていく中

に障がいの部分も連携してやっていけるようなシステムになってほしいし，協力もしていき

たいと思う。 

（貴島会長） 

 生活支援コーディネーターについては，手上げ方式か。 

（事務局） 

 資格とかは特にないが，第１層の生活支援コーディネーターを鈴鹿市社会福祉協議会に配

置しているので，鈴鹿市社会福祉協議会と相談しながら人選をしていきたいと思っている。 

（貴島会長） 

 それでは，基本目標２のところで民生委員・児童委員の連携ということが何箇所か出てき

ているが，この辺りについて，何か意見等はないか。 

（高畑委員） 



－4－

 認知症の部分とも関連するが，徘徊高齢者ネットワーク事業で，警察から徘徊高齢者につ

いてのＦＡＸが届くが，民生委員にはＦＡＸが届かないようであるので，連携先として地区

の民生委員や自治会にも送ったほうがよいと思う。 

（渥美委員） 

 徘徊高齢者ネットワーク事業については，警察から鈴鹿市社会福祉協議会にＦＡＸが届く

ので，鈴鹿市社会福祉協議会から１８０箇所程度のところへＦＡＸを送信しているが，個々

の民生委員に対しては送信していない。 

 ただ，地区市民センターには必ず送信することになっているので，今後の課題として，地

区市民センターに入った情報を地区の民生委員等と共有できるように協議していく必要があ

ると思う。 

 実績は，例年１０件前後である。ただ，捜索願が出された方の件数なので，出されていな

い方も含めるともっとあるかもしれない。 

（長谷川委員） 

 認知症のことであるが，災害時要援護者台帳が自治会に配布されているものの，そこに認

知症の方が入っているかどうかも分からないし，どういう対応策をとったらよいのか。これ

は個人情報になるので外に出さないように言われるし，配布されただけでいつどのように活

用するのかというところがある。自治会として対応策，取扱いについて具体的にしてほしい

と思う。 

（事務局） 

 災害時要援護者台帳の利用方法であるが，現在，自治会や地域づくり協議会で防災訓練を

するときには，届けを出していただければ訓練に使えるようになっている。実際の災害を想

定したような訓練の時には，市役所に届けを出していただければ訓練に使っていただけるし，

実際に使って訓練しているところもあると聞いている。 

（長谷川委員） 

 ただ災害のためだけの台帳ではなく，せっかく作成して自治会にも配布してもらっている

ので，認知症についての情報もある程度把握できるようなやり方も必要ではないかと思う。 

（事務局） 

 庁内で協議する場があるので利用方法については話し合っているが，中身が個人情報なの

で，認知症の方を地域で支えようといいながら情報提供できない難しさはある。 

 災害時要援護者台帳は，手上げ方式なので，希望する方しか台帳に載っておらず，年齢と

世帯の状況だけの情報をお渡ししている段階にすぎない。プライバシーにかかわる情報であ

るし，どの方が認知症かという情報を行政が把握しているということはない。 

（長谷川委員） 

 以前，認知症の方が徘徊して一晩中捜したことがある。結局，自宅近くで亡くなっていた

が，認知症でも重度の方とか，そういう情報があればと思った。 

 災害時要援護者台帳が配布されているが，活用性は薄いし，認知症の方に対して，もう少

し分かりやすい方法で何かしていただきたいと思っている。 

（事務局） 

 この４月から認知症初期集中支援チームが設置されている。地域の中で困り事が起こった

ときに連絡いただければ，専門のスタッフが訪問，相談していろいろなサービスにつなげて

おり，市内全域を対象としているのでご利用いただきたいと思う。 

 また，認知症サポーター養成講座を継続して開催しており，地域の中で認知症のことを理

解していただいて，認知症になっても地域で暮らしつづけることができる環境をつくるとい

う目的で開催しているので，何かあったときに周囲で見守りできる体制を作っていきたいと

思う。 

（貴島会長） 
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 外から見ていても認知症なのかどうなのか分かりにくい部分がある。気軽に声を掛けるこ

とができる地域づくりが求められるのではないかと思う。仕組みとして認知症サポーターや

認知症初期集中支援チームがあるが，実際に活かしていくことが必要ではないか。 

（米倉委員） 

 人材を育てていくということだが，地域での役割を与えられることで励みになっていると

ころがある。地域で連携していくことで，若い人も高齢者もコミュニケーションが取れるの

ではないかと思う。 

（貴島会長） 

 基本目標３の中で，「地域ケア会議」，「在宅医療・介護連携」については，何か意見はな

いか。 

（事務局） 

 地域ケア会議について説明させていただく。 

 地域ケア会議も３層に分かれていて，鈴鹿市全体の会議である第１層，日常生活圏域で行

なう第２層，地域で困難事例が出たときに関係者に集まっていただいて地域包括支援センタ

ーが実施する会議である第３層に分かれている。 

 困難事例から地域課題を抽出して，それを第２層の会議の中で地域の中で解決するような

方法がないかということを考えて，それより大きな問題，鈴鹿市全体に関わるような問題は，

第１層の会議に議題としてあげていくというようなことになっている。 

 これは，地域の中で高齢者の方が暮らし続けるために，何が必要なのか，何が足りないか

とか，そういうものを地域の医療・介護関係者，地域の方が集まって，高齢者が地域の中で

どうすれば暮らしやすくなるのかということを考えていただくそういう会議が地域ケア会議

である。 

 地域によって課題は違うので，その課題について専門職の方と地域の方が話し合って解決

できるよう考えていくが，一例を挙げると，西部地域包括支援センターが徘徊の模擬訓練を

実施している。 

 地域の中で徘徊して亡くなられた方がいたことから，地域として何か手を打たなくてはい

けないということで，西部包括支援センターが中心になり，地域の方が集まって徘徊模擬訓

練を行ない，何かあったときのために，どういうふうに動くのか，連絡，探し方とかそうい

う訓練をしようということで，地域ケア会議の中で何回か協議を重ねて模擬訓練を行なった

という事例がある。 

 このような形で，地域の福祉課題を解決することを目的に開催するのが，地域ケア会議で

ある。 

（貴島会長） 

 そういうことを実施したということが新聞に出たりすることで一般の方にも関心が伝わっ

ていくので，他のところも同じような取組をやっていただければと思う。 

（事務局） 

 地域の中で集いの場が足りないので，デイサービスの事業所に協力いただいたり，他にも

いろいろな課題がある。 

（貴島会長） 

 日常生活支援コーディネーターは，この地域ケア会議とはどのような関係を持つのか。 

（事務局） 

 地域ケア会議に入っていって，地域の中でどのようなニーズがあるのかということを把握

するということも必要であるし，その課題に対してどのような支援やサービスが受けられる

かということをコーディネートする役割もある。 

（成松委員） 

 生活支援ということだが，地域の中で心を病んでいる方とか引きこもりの方，そういった
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方々に対する支援について，家族も人に言いたくない，知られたくない，また，個人情報の

こともあって表面に出てきにくい点がある。 

 地域でも件数が１件，２件と増えてくるとなるとそれに対して関わっていかなければなら

ないと。そういう問題について，何か対応の仕方がないだろうか。 

（伊藤委員） 

 心を病んでいる方，障がいを持ちながら犯罪を犯してしまった方について，地域で更正さ

せるというところが原則的にあり，そういう中で，家族にとっては大変な負担になっている

ことも確かにあって，当事者だけでなく家族を支えるということが重要である。 

 個人情報の問題などいろいろあるが，当事者や家族から相談をしてもらえるように日ごろ

からのかかわり方が大事だと思う。 

（古澤委員） 

 民生委員や地域包括支援センターから，家族に引きこもりの方がいるとか，親が対応に困

っているといった相談は日々入っている。 

 助けを求めていただいている家庭であれば，何らか手立てができるが，そこが難しい。 

 特に，ひきこもりの方であると，その方自身が支援を拒否されるところがあるので，まず

は，親御さんと支援センターの相談員が話をして，親御さんの心のケアをしていくというこ

とを役割としてさせていただいているが，相談員の数も限られていて，個別に相談に乗り切

れていないところもある。 

 システムとしては，地域から支援センターに相談をいただいて対応させていただいている。 

（貴島会長） 

 在宅医療，介護連携事業の現状について，いかがか。 

（事務局） 

 鈴鹿市医師会が中心になって，医療関係者，介護関係者，そこに行政も入って，在宅医療

ケアシステム運営会議を設置している。その中で，医療・介護の関係者が集まって，鈴鹿市

の在宅医療の課題，特に，ケアマネジャーと医師の連携のことが問題になっていたので，ど

うすれば連携できるようになるのかというところから始めて，年３回の勉強会，研究会，関

係づくりを通じて，医療と介護の連携を進めている。 

 鈴鹿市医師会も在宅医療について力を入れていて，訪問診療する医師が鈴鹿市で３０名程

いるが，ネットワークを作って患者を診る仕組みを作っている。 

 ただ，障がい者，子どもに向けて作られたシステムではないので，そこに向けた連携の仕

組みを作っていくことがこれから大切ではないかと思っている。 

（貴島会長） 

 自宅で看取るということは，こういった動きとともに増えているのか。 

（事務局） 

 鈴鹿市の場合，病院で亡くなられる方が圧倒的に多い。自宅での看取りについては，家族

の意識もあるので，その辺りの啓発とかも必要であると思う。 

（橋爪委員） 

 開業医がかかりつけ医の場合，なかなか往診をしてもらえない。診療時間中に受診するこ

とのメリットを周知するとうたわれているが，どのように周知していくのか。 

（事務局） 

 市民に向けて，かかりつけ医を持つこととか，家にいても診療を受けることができること，

看取りのことも含めて啓発活動をしていかなければならないということは医師の間でも一致

している意見である。 

 講演を行なうことも必要であるが，地域の中で，自治会単位くらいで地元の医師に在宅医

療の話をしていただくとか，そういうことも考えているところである。 

 まだまだ，市民に在宅医療ということが周知されていないので，医師会と協力しながら周
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知に向けて取り組んでいきたい。 

（伊藤委員） 

 看取りについて，自宅で亡くなられたときにかかりつけ医が死亡宣告をしていただければ

よいが，病院でなく自宅で亡くなった場合，変死扱いとして手間がかかると思い込んでいる

部分もあると思うので，かかりつけ医がいて，そのかかりつけ医が死亡宣告，診断書を書い

ていただくとよいということを周知するとよいのではないか。 

 それまでに在宅医療をもっと充実させる必要があるが，家で亡くなると大変なことになる

ということがみんなの頭の中にあるので，何でも病院へということになっているのではない

かと思う。 

（貴島会長） 

 往診できる体制が出来ているということだったが，それぞれ個別で動いているのか，チー

ムを組んで在宅医療に対応できる体制を組んでいるのか。 

（事務局） 

 チームを組んで動いている。主治医がいないときは，チームの中の誰かが行って診察する

という体制である。 

（貴島会長） 

 他に意見があれば，発言を。 

（米倉委員） 

 疑問に思っていることがあるが，実際に災害等が発生した場合，地域でどこに避難したら

よいか把握していない場合があると思う。 

 防災マップにも避難所は書いてあるが，自分が住んでいる地域のどこに避難するのか分か

らない。他県から来た方，賃貸に住んでいる方などは，平日仕事をしていると，どこに避難

したらよいかなかなか把握していない場合があると思う。 

（貴島会長） 

 大半の方は，言われたように回覧板を詳しく見ていない，避難訓練があっても参加できな

い場合もあると思う。そこは，そのままにせず，もう一歩踏み込んで，個々に取り組む必要

もあると思う。 

 他には，いかがか。－－前回，行政の自己評価について見ていただいて，そして，今回は

委員から自己評価に対して意見を出していただいたと思う。この二つをすり合わせて，意見

書として何らかの文章にしていきたいと思う。 

（事務局） 

 次回の審議会で，今日の意見を踏まえて意見書として取りまとめていきたいと思う。それ

を，次回見ていただいて，足りないところとか，省くところとか精査して一つの意見書にま

とめていきたいと考えている。 

（会長） 

 本日の事項は以上である。 

 

【その他】 

（平成２９年度第３回審議会の日程について） 

 １０月１１日（水）午後１時３０分から開催することとなった。 


